
 東日本大震災時に支援してくれた元オーストラリア代表のスコット・ファーディー選手を、ラグビーワールド
カップ開催に合わせて招き、高校生へのラグビークリニック、市民との交流を図った。同時に、オーストラリア
高校生と地元高校生のラグビー、食文化による交流事業を行った。（2019年9月24日～25日）

 オーストラリアの小学生を招き、市内双葉小学校で交流事業を開催。市内小学校タグラグビー大会で
交流）釜石小学生の国際交流意識の向上を図った。 （2019年11月15日～17日）
同時に、小田原市の小学生を招き、交流することでホストタウン連携を図った。

日豪相互訪問による交流促進
岩手県釜石市 － 日豪小学生交流、高校生交流、スコット・ファーディー選手との交流－

本件の問い合わせ先 釜石市 文化スポーツ部 国際交流課 0193-27-5713

ファーディー選手による高校生指導 試合終了後の集合写真高校生交流試合の様子 高校生交流事業集合写真 せかいむすび調理の様子

ストリートラグビーで交流 スタジアムで市民と交流 双葉小交流 集合写真 太鼓の体験 書道の体験

歓迎交流会の様子 小学校対抗タグラグビー大会 試合の様子 鵜住居復興スタジアムにて いのちをつなぐ未来館にて



 カナダ現地にて、NOC・NPC及び自転車競技団体関係者に対して復興支援への感謝を伝え、東京大
会後の選手団と市民の交流実現に向け協議した。併せて、中学生海外派遣事業でお世話になってい
るスーク市を訪問し、今後の両市の関係強化に向けて協議した。（2019年10月20日～25日）

 「MIYAGIホストタウンフェスティバルin利府」（2019年8月24日～25日）及び「元駐カナダ大使によ
るカナダを知る講演会＆カナダを知る・ふれあう・あじわう市民交流会」（2019年10月1日）の様子を
収録した動画を作成し、カナダ関係者向けのPRに活用した。

復興ありがとうホストタウンの取組
宮城県名取市 － カナダ訪問による交流の具体化およびPR動画作成 －

本件の問い合わせ先：名取市復興ありがとうホストタウン推進室 022-724-7135

【動画に収録】MIYAGIホストタウンフェスティバルin利府 【動画に収録】市民交流会スーク市訪問

カナダオリンピック委員会、パラリンピック委員会、自転車競技団体関係者との協議



 「飯舘中学校ホストタウンプロジェクト」の２年目として、「伝える」をテーマにふるさと学習を実施。生徒が
「ものづくり省」「メディア省」「食・料理省」の３つの省に分かれて活動を進めた。活動の成果は、ラオスパ
ラ水泳選手団が強化合宿のために村を訪問した際や、学校の文化祭で発表した。

 ラオスとの交流のきっかけとなったドンニャイ村の中等学校に通う生徒3名及び関係者を招聘した。オリジ
ナルTシャツの製作や英語の授業への参加などを通じて、飯舘中学校の生徒と交流を深めた。（令和2
年1月27日～1月29日）

ホストタウン事業を通したラオスとの交流拡大について
福島県飯舘村 － ふるさと学習の発展及び相手国生徒の招聘 －

本件の問い合わせ先：飯舘村 総務課企画係 0244-42-1613

【ふるさと学習】オリジナルスムージーで
パラアスリートをおもてなし

【生徒招聘】
互いのふるさとや学校について発表

【生徒招聘】
Ｔシャツ製作を通した交流

【生徒招聘】
飯舘中学校や村内施設を視察

【ふるさと学習】中学校の文化祭にて
取組の成果を発表



 アンゴラ訪問(2019年7月22日~27)により、東京五輪の事前キャンプ実現に向けての覚書締
結を行った。

 2019女子ハンドボール世界選手権大会(2019年11月30日~12月15日)が熊本県内で開催
され、歓迎お出迎えやお見送り、市民応援団によるりアンゴラ戦の応援を行った。

 駐日アンゴラ大使ご夫妻、在アンゴラ日本国大使ご夫妻による市長表敬訪問の実現。
 在アンゴラ日本国大使による母校講演の実現。

熊本県玉名市 - アンゴラトップセールス訪問後の交流促進

問い合わせ先 玉名市スポーツ振興課 (℡：0968-75-1129)

東京五輪事前キャンプ実現に向けた覚書締結 両大使ご夫婦市長表敬訪問 在アンゴラ日本国大使母校講演会

2019女子ハンドボール世界選手権大会歓迎お出迎え 2019女子ハンドボール世界選手権大会市民応援団



バリアフリーまち歩き点検

 高齢者や障がいのある方にやさしい移動環境づくりに向け、高齢者、障がい者を含む市民及び学生等、車いすテニス
関係者参加のもと、当事者の視点を取り入れながら、市の交通結節点であるJR飯塚駅構内及び周辺道路のバリア
フリーまち歩き点検を実施。（令和元年9月）

 共生社会ホストタウンサミットでは、オリパラ担当大臣をはじめ、共生社会ホストタウン登録自治体、一般市民、障が
い者福祉施設関係者等から参加を募り、パラリンピアンによる基調講演や、先に実施したバリアフリー駅歩き点検を題
材にしたユニバーサルツーリズムの促進についてパネルディスカッション等を実施。更には「出会い・ふれあい・思いやり」を
テーマに飯塚市内全域での福祉関係団体等が多数参加する「みんなの健康・福祉のつどい」を同時開催し、共生社
会のまちづくりの実現のための理念普及啓発を行い、参加者への意識の向上を図った。（令和元年10月）

福岡県飯塚市 － 共生社会ホストタウンサミット㏌飯塚 －

問い合わせ先
飯塚市 都市施設整備推進室 0948-22-5500

共生社会ホストタウンサミット㏌飯塚

基調講演 パネルディスカッション



陸上競技長距離強豪国エチオピアに市内の中学生選手と指導者を派遣し、本場の練習や指導方法を体感し、選手
の競技力向上と指導者のスキルアップ及びエチオピアのジュニア選手や中学生、オリンピックメダリストとの交流を図った。
（2019年12月21日～28日）

～陸上競技を通じた交流促進～
【茨城県笠間市】 中学生陸上選手エチオピア派遣事業

問い合わせ先 教育委員会スポーツ振興課 オリンピック・パラリンピック推進室 0296-77-1101



 ペリリュー小学校での環境をテーマとしたワークショップ（2019年8月19日）では、両国市の共通
課題である環境問題に対し、風呂敷バックの紹介やオリジナルエコバックの作成し、パラオの美しい
自然を保全するという意識高揚を図った。（茨城県常陸大宮市）

 ミューンズ小学校での酪農農業を通じた交流会(2019年8月20日）では、書道体験や町の基
幹産業である酪農や農業について紹介し、これからの交流の可能性について検討した。（宮城県
蔵王町）

オリパラ7基本推進調査（ホストタウン）モデルプロジェクト
茨城県常陸大宮市 宮城県蔵王町 － 市町民とパラオ小学生の地域の特色を活かした交流

本件の問い合わせ先
常陸大宮市 企画政策課 0295-55-8061
蔵王町 教育委員会スポーツ振興課 0224-33-3388

環境ワークショップの様子 環境ワークショップの様子 環境ワークショップ 集合写真

書道体験 集合写真 書道体験 酪農について紹介



 在名古屋ガンビア共和国名誉総領事を守口市に招き、市長及び議長と会談し、オリンピック団長
会議において、ガンビア共和国の団長と東京大会に関する打合せを実施。

 第７回アフリカ開発会議（TICAD７）では、守口市の中学生とガンビア共和国関係者が参加
する交流イベントにおいて、青少年の国際交流意識の向上を図った。

 TICAD７に参加したガンビア共和国首脳に守口市にお越し頂き、今後のホストタウン交流に関す
る合意書への調印を行った。地元中学生との歓迎イベントとして吹奏楽の演奏や伝統文化体験
を行い、東京大会に向けたホストタウンの機運醸成に努めた。

ガンビア共和国とのホストタウンに関する合意書締結と交流促進事業実施
大阪府守口市 － ガンビア共和国首脳の守口市訪問と市内中学生との交流 －

本件の問い合わせ先 守口市 生涯学習・スポーツ振興課 06-6995-3159

地元企業の記念館への視察 TICAD7アフリカ会議

地元中学生による吹奏楽で
の歓迎

ガンビアとの調印式

伝統文化（茶道）の体験交流イベントでの寄せ書き



 ナイジェリアU-12ジュニアサッカーチームを房総ローヴァーズ木更津FCが招き、木更津市の小中学
生の国際交流意識の向上を図った。(2019年8月26日)

 ナイジェリア本国へ市長が訪問。青年・スポーツ省サンデー大臣と面会し、覚書の調印式を実施。
また、オンエマ外務大臣、モハメド情報文化大臣、グメルオリンピック委員長、菊田在ナイジェリア日
本大使とも面会。本市の取り組みを報告し、東京2020へ向けた事前キャンプ等の協議を実施し
た。（2019年11月3日～11日）

千葉県木更津市 － ナイジェリア連邦共和国交流とオリンピック関連機関等への訪問 －

本件の問い合わせ先
木更津市 企画部企画課 0438-38-3089

ナイジェリアU-12・木更津U-12トレセン・
房総ﾛｰｳﾞｧｰｽﾞFCU-13集合写真

交流試合の様子 交流会の様子

サンデー青年・スポーツ大臣と覚書の調印

オリンピック委員長宅訪問 ナイジェリアで新聞掲載



○山形県長井市（相手国：リヒテンシュタイン）とリヒテンシュタインは、これまで日本リヒテンシュタイン公国友好
コンサートが本市で開催されるなど、文化を通じた同国との交流に取り組んできた。2019年6月、リヒテンシュタイ
ン公国のホストタウンに登録。
○2019年8月、リヒテンシュタイン公国オリンピック委員会事務局長のビート・ワッチャーさんら３人が関係者として
長井市を初訪問。市内の小学校を訪問し、授業見学の他、子どもたちと一緒に伝統芸能の念仏踊りを体験。
○2019年10月には長井市長を団長とする訪問団8人がリヒテンシュタインを訪問し、五輪委員会とホストタウン
交流事業に関する覚書を締結。
○2019年11月、リヒテンシュタイン公国の文化をより知ってもらうことを目的に、長井市内で「リヒテンシュタイン音
楽会」を開催。市民参加の合唱団が同国出身の音楽家ヨーゼフ・ラインベルガーのミサ曲を披露。

市内小学校の英語授業視察

五輪委員会との覚書調印の様子

小学校児童との交流の様子

市内で開催されたﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ音楽会の様子

児童と共に伝統芸能を体験

1

相互訪問による交流促進
山形県長井市 － 市内小学生の交流とオリンピック委員会等の訪問 －

本件の問い合わせ先
長井市 総合政策課 0238-87-0714

長井市長表敬



 横浜で開催された第７回アフリカ開発会議（TICAD７）のアフリカの関係者との友好促進イベ
ントに、村長や村の学生が参加し、カーボベルデ共和国パラリンピック会長、ボクシング連盟会長、
選手をはじめとする関係者と交流を行った。（令和元年8月30日）

 カーボベルデ共和国パラリンピック会長、ボクシング連盟会長、コーチ、選手を中城村へ招聘し、
村民との文化交流、小中学校への訪問と交流、元世界王者によるボクシング指導や地元選手
との交流を実施。東京大会に向けた機運醸成を図った。 （令和元年8月30日～9月5日）

沖縄県中城村 × カーボベルデ共和国
取り組み概要

本件の問い合わせ先
中城村 教育委員会生涯学習課 098-895-3707

ＪＩＣＡ沖縄での研修参加 ウエルカムパーティ
中城小学校での給食体験

中城中陸上部との交流
未来高校でのＶＲ体験

元世界チャンピオンからのボクシング指導



 ホストタウン相手国セントクリストファー・ネービスの大使を招聘し、日本人オリンピアンとの合同
交流会、地元高等学校への学校訪問及び交流授業を通じ、地域住民や子供達の国際交
流意識の向上を図るとともに、来年度の東京2020大会終了後に予定している事業を円滑に
実施するため、役場訪問や懇話会、陸上競技施設の視察を行い、相互に連携していくことを
確認した。（2020年２月９日～２月11日実施）

令和元年度オリパラ基本推進調査事業（ホストタウン）
1 鹿児島県天城町 － ホストタウン相手国大使との交流 －

大使による自国紹介プレゼンテーション 伝統芸能（民謡、踊り）体験 天城町ユイの里テレビへの出演

来年度の事業実施に向けての懇話会 学校訪問（高校生との交流授業） 陸上競技施設の視察
本件の問い合わせ先

天城町 企画課 0997-85-5178



 町長自らボスニア・ヘルツェゴビナを訪問。本国のNOC委員会、NPC委員会と協議し選手の派遣や関
係構築について協議。また、共通の文化である闘牛を介した国際交流を行なうため、本国全土を統括
する闘牛協会の会長と面会しホストタウン事業に関する協議を行なった。（2019年7月4日～11日）

 ボスニア本国より、闘牛協会会長及び事務長、駐日ボスニア大使館より全権大使を招き、闘牛の牛主
との対談、書道体験、運動会への参加、調印式等の交流プログラムを実施した。(2019年9月20日～
23日)

伊仙町・ボスニア・ヘルツェゴビナ相互訪問による交流促進
鹿児島県 伊仙町 － 日ボスニア・ヘルツェゴビナとの交流とオリンピック関連機関等の訪問 －

本件の問い合わせ先
伊仙町 未来創生課 0997-86-3111

オリンピック委員会訪問時の写真 闘牛協会会長との対談の様子 現地闘牛大会の様子

町長室にて闘牛に関する協議
書道体験

ホストタウン調印式及び交流会
小学校の運動会へ参加



 小菅村村長とプロジェクト担当者がパレスチナへ渡航し（2020年2月8日～13日）、オリンピッ
ク委員会など関係機関を訪問。ステークホルダー間の関係性構築や以降の取り組みをより持続
可能なものにするための合意形成を図った。

 また、パレスチナのアスリート連盟やスイミング連盟を訪問し、オリンピック出場予定の選手との面会
を行った。練習風景の見学や交流により、ホストタウン事業実現に向けた機運を高めることに繋げ
た。

「オリパラ基本推進調査（ホストタウン）」モデルプロジェクト
山梨県小菅村 － パレスチナ オリンピック関連機関等の訪問 －

本件の問い合わせ先
小菅村 教育委員会 0428-87-0111

オリンピック・パラリンピック委員会訪問 アスリート連盟訪問 アスリート連盟での交流会の様子

スイミング連盟訪問 スイミング連盟での練習風景の見学 スールバヘル 女子中学校訪問



 2019年9月に空手チーム及びテコンドーチームが能代市を訪問し、書道や弓道体験、空手の技術指導等を
通して市民や地元高校生と交流を深めました。

 2020年1月に市長や地元企業による能代市訪問団がヨルダンを訪問し、パラリンピック委員会や各競技団
体の代表者と事前合宿や2020東京大会に向けた取組等について意見交換しました。また、オリンピック委員
会会長であるファイサル王子とも会談し、本市がヨルダンのホストタウンとなったことを報告をするとともに、今後の
スポーツ・経済・教育などの交流について意見交換しました。

能代市×ヨルダン相互訪問による交流促進
秋田県能代市－高校生等の交流とオリンピック関連機関等への訪問－



●日越ホストタウンバドミントンフェスタ（2019年8月1日～5日）に、ベトナムを相手国とするホストタウン３市
（北海道釧路市、東京都国分寺市、大分県佐伯市）が連携してベトナムから中学生を招き、3市の中学生
とともにバドミントンを通じた交流を行った。

●3市の中学生、ベトナムの中学生は、まず釧路市で、バドミントンに似たベトナムの遊び「ダーカウ」の体験、パラ・
バドミントン日本代表候補選手による体験・交流試合、スケート体験を行うなどの交流を行った。
釧路市での交流後、国分寺市へ移動し、日本体育大学によるバドミントンクリニック、日本財団パラリンピック
サポートセンターによるボッチャ等のパラスポーツ体験などの交流を行った。

遠隔地連携による交流促進
北海道釧路市 － 日越中学生のバドミントンを通じた交流 －

本件の問い合わせ先
釧路市 生涯学習部スポーツ課 0154-31-2600

ダーカウ体験 パラバドミントン体験 スケート体験

オリパラムーブメント授業
バドミントンクリニック

あすチャレ！運動会



 令和元年８月にホストタウン認定を受け、令和2年1月21日に相手国であるマリ共和国の柔道
連盟と東京2020オリンピック事前合宿受入れに関する覚書を締結。

 記念トークイベントでは、マリ共和国柔道連盟会長から委任を受けたカラ西アフリカ農村自立協力
会代表の村上さんが、マリ共和国での識字教室の建設や助産師の育成などの支援活動を紹介。

 締結式後には、日本在住で西アフリカ出身の演奏家3名による演奏を聴きながらの交流会が行
われた。

本件の問い合わせ先
盛岡市 スポーツツーリズム推進室 019-603-8009

オープニングの様子 マリ共和国柔道連盟と覚書締結 記念トークイベント

ジャンベ、コラ、ドゥンドゥンの演奏
和やかな雰囲気の交流会

マリ大使館からの民芸品展示

－



 東京パラリンピック開会式1年前の2019年8月25日に、パラ卓球の別所キミヱ選手など、多くの
障害当事者にご協力いただき、みんな一緒に楽しめる交流イベントを実施した。また、同日開催
で、インクルーシブ社会の実現に向けて市民みんなで考えるフォーラムを実施した。

インクルーシブなまち、SDGs未来安心都市あかしを目指して

耳の聞こえないピエロとパントマイム
別所さんと一緒にまちにでてみよう

フォーラムでのパネルディスカッション

 飲食、宿泊、交通事業者等の従業員の方を対象として、障害のある人などへの対応方法をマナー
として身につけることができる「ユニバーサルマナー研修会」を実施した。（2019年11月6日、7日）

兵庫県明石市

ユニバーサルマナー研修会で
グループワークをする事業者

ゴールボール体験

車いすを体験する
宇部市ジュニアサポーター

お問い合わせ 明石市 福祉総務課
電話：078-918-5142 FAX：078-918-5048



 大江和彦・海士町長らがミクロネシア連邦を訪問（2019年8月12日～23日）し、ホストタウン交流活
動として、ミクロネシア連邦政府関係者表敬、現地高校での交流等を成功裏に実施。2019年11月14
日には、大江和彦・海士町長が、パニュエロ・ミクロネシア連邦大統領とも面談した。

 島前3町村に、在京ミクロネシア連邦・フリッツ大使（2019年7月3日～4日）、ミクロネシア連邦若手
リーダー（2019年8月1日～3日）、ミクロネシア連邦留学生（2019年8月19日～25日）、元アテ
ネ五輪・サッカー日本代表・石川直宏さん（2019年12月18日～20日）をお招きしたり、他地域との横
展開事業を行うなどして、オリパラ東京大会2020に対する機運の醸成を図った。

オリパラ東京大会2020に向けたホストタウン交流促進
島根県 海士町・西ノ島町・知夫村 － ミクロネシア連邦との交流－

本件の問い合わせ先
海士町 人づくり特命担当課 08514-2-0112

在京ミクロネシア連邦・フリッツ大使来島 ミクロネシア連邦 現地高校での文化交流 パニュエロ・ミクロネシア連邦大統領と面談

ミクロネシア連邦からの留学生が
来島して住民との交流 群馬県富岡市での横展開事業 元オリンピアン・石川直宏さんとの

交流事業



 マダガスカル共和国からパラリンピック選手団団長とパラアスリートを招へいし、宇部市の小学生を
中心とした市民とボッチャを通じて交流。会場では地元の保育園児や小学生が心を込めて制作し
た横断幕等で歓迎。 （2019年12月13日）

 地域住民との交流と日本文化への理解促進を目的に、地域住民の協力のもと、門松づくり、餅
つき、茶道、書道などの体験を実施。また、市内の青少年・若者を対象としたパラアスリートによる
講演会を開催。 （2019年12月14日）

マダガスカル共和国のパラアスリートと市民の交流を促進
山口県宇部市 － ボッチャを通じた市民交流とパラアスリートの講演会

本件の問い合わせ先
宇部市 観光・グローバル推進課 0836-34-8353

マダガスカルパラアスリートと市民との
ボッチャ交流大会集合写真

ボッチャ大会の様子 地元保育園児制作のバオバブの木

門松づくり体験による交流
日本文化体験

パラアスリート講演会



４）村職員によるサントメ・プリンシペ訪問

3) JICA留学生による交流

ホストタウンの取組み
沖縄県北中城村 × サントメ・プリンシペ民主共和国

１．内閣官房オリンピック・パラリンピック事務局の協力のもと、北中城村ホストタウンアドバイザーを現地へ派遣し、
ホストタウンとしての村の意向を伝えた。（2019年7月24日～8月1日）
２．横浜で開催されたTICAD7サイドイベントにて、ジェズス首相と会談し、今後の交流について意見交換を実
施した。（2019年8月30日）

３．サントメ・プリンシペ出身のJICA留学生を北中城村に招待し、子ども達との交流や沖縄伝統芸能の披露、
村の産業を紹介しつつ地域を巡ることで、事後交流に向けた機運醸成を図った。（2019年11月18～19日）
４．北中城村職員を相手国へ派遣し、村のPR並びに交流計画の調整を行うとともに、学校訪問や選手応援コ
メントの贈呈、アーティストとの交流を通して、相互の交流意識の向上を図った。（2020年1月20～27日）

1) サントメ・プリンシペオリンピック委員会との集合写真

2) 村長及びジェズス首相
による会談

保育園児との集合写真
アーサ加工場視察

学校訪問での伝統芸能の披露
青年、スポーツ及び事業省との会合

アーティスト会との交流

本件の問い合わせ先：沖縄県北中城村 企画振興課 098-935-2233

オリンピック委員会との会合



2020年2月 本町で開催された「第27回竹富町やまねこマラソン大会」に、サンマリノ共和国
マンリオ・カデロ特命全権大使を招待し、町民との以下の交流を行った。
●マラソンのスターター、芸能や食の交流など竹富町の伝統文化を体験をしていただいた。
●マラソン大会終了後のふれあいパーティーにて、サンマリノ共和国の紹介をしていただいた。

サンマリノ共和国駐日特命全権大使の訪問による交流促進
沖縄県竹富町 － 第27回やまねこマラソン大会への訪問 －

本件の問い合わせ先
竹富町政策推進課 0980-83-0507

【 受付会場での周知活動 】 【 開会式 】

【 マラソンのスタート 】 【 ﾊﾟｰﾃｨｰ会場でのｻﾝﾏﾘﾉ共和国の紹介 】



 2019年8月23日、東京で行われたオリンピック会議の会期中にセーシェル共和国オリンピック委
員会担当者と電話対談を行い、今後の交流計画についての協議を行った。

 2020年1月13～15日において、セーシェル共和国を訪問（オリンピック委員会や関係機関）し、
今後の交流計画についての提案・協議を行い、1月15日にSOCGA（セーシェルオリンピック・コモ
ンウェルスゲームズ協会）とのホストタウン事業に関する覚書を締結した。

本件の問い合わせ先
綾町 産業観光課 0985-77-3464

副大統領官邸訪問 ホストタウン事業に係る覚書締結 首都ヴィクトリア市長と対談

SOCGAとの協議
現地新聞にて報道

観光局との協議

セーシェル共和国訪問によるホストタウン交流事業の促進

宮崎県綾町



〇「石垣島マラソン大会」へ駐日ルクセンブルク大使を特別招待し、石垣市民らとの交流を行っ
た。また、市民へルクセンブルクのホストタウンであることを周知し、2020年に向けて機運醸成
をおこなった。

○ホストタウン交流の担い手となる石垣市内の高校生をルクセンブルクへ派遣し、現地の高校
生とお互いのことを伝え合う取組を実施し、継続的な交流に向けた関係の構築を行った。

異文化交流促進
1 沖縄県石垣市 － 駐日大使の来訪と高校生の相手国訪問 －

本件の問い合わせ先石垣市 観光文化課 0980-82-1535

石垣島マラソン大会大使スターター ルクセンブルクPRブース 高校生の派遣出発式

地元高校生の現地訪問①
オリンピック委員会訪問

地元高校生の現地訪問②



 市職員がモナコオリンピック委員会を訪問し（2019年11月6日～8日）、大会後交流のための
選手・関係者の派遣についての協定を締結した。

 選手・関係者へのおもてなし料理開発に向け、市内高校にモナコ政府観光会議局から講師を招
き、モナコの歴史・文化について学習するとともに、同局を通じて取り寄せた、モナコの郷土料理の
レシピを参考に、津山市内ホテルのシェフによる指導のもと、モナコ郷土料理の調理実習を実施し
食文化についての勉強会を行った。（2020年2月6日）

モナコを相手国としたホストタウン登録
岡山県津山市 － モナコ訪問 と 市内高校生によるおもてなし料理開発 －

本件の問い合わせ先
津山市 みらいビジョン戦略室 0868-32-2027

モナコ少林寺拳法連盟視察 モナコ柔道協会視察 モナコ料理勉強会

オリンピック委員会との協議

選手・関係者派遣の協定締結

モナコ料理調理実習



アフリカを相手とするホストタウン交流

静岡県静岡市・掛川市 － モーリシャスオリンピック選手団との交流が決定！ －

モーリシャスオリンピック委員会と、2020年の交流を合意

モーリシャスオリンピック委員会の
2020年東京オリンピック合宿に
係る基本事項に関する覚書

本件の問い合わせ先
静岡市 スポーツ交流課 054-221-1037
掛川市 スポーツ振興課 0537-21-1159

2020年は・・・
東京2020大会に出場する
モーリシャス代表選手たちが
静岡市・掛川市で合宿し、
様々な交流を実施します！

地元の常葉大学外国語学部の教
授が、長年モーリシャス研究に携わり、
モーリシャス大学との学術交流に尽
力してきたことをきっかけに、静岡市と
掛川市がモーリシャス共和国選手団
のオリンピック直前合宿を受入れるこ
とが決定！

パラリンピック直前合宿についても
協議を進める。



高校生による食のおもてなしプロジェクト（徳島県）

本件の問い合わせ先
徳島県スポーツ・文化局スポーツ振興課
国際スポーツ交流室 088-621-2553

ジョージア訪問

相手国代表選手との
食の交流会

県内イベント等における
開発商品提供

他県の高校生への
ノウハウ提供

相互の食文化が融合した
商品の開発

ジョージアパラリンピック委員会等
試食・意見交換会

 徳島県が委嘱する「徳島ホストタウン特使」の高校生による代表チームへの食のおもてなしプロジェ
クトとして、相手国との食の交流や商品開発を実施し、機運醸成やレガシー創出を図った。

 特に「食×パラアスリート」をメインテーマとし、相手国であるジョージアでの現地調査（2019年8
月）やパラリンピック委員会等来県時（2019年12月）の試食・意見交換会をもとに、相互の
食文化が融合したレシピやパラ選手向けの提供方法の開発に取り組んだ。

 開発した商品は県内イベント等で提供するとともに、他県高校生へのノウハウ提供も行った。



 根室市教育長らがモスクワに出張し(2019年8月15日～17日)、ロシア連邦スポーツ省、同オリ
ンピック委員会、同卓球及びバドミントン連盟の幹部に根室市とのホストタウン交流を要請し、ロシ
ア側の同意を得た。

 オリンピアンの武田修宏氏をサッカー指導員として根室市に招き、少年に対するサッカー教室を開
催し、スポーツ指導者の資質向上を図った。（2019年9月15日）

根室市教育長のモスクワ訪問などによる交流促進
北海道根室市

本件の問い合わせ先
根室市 北方領土対策室 0153-23-6111(内線2228)

ロシア連邦オリンピック委員会要請 ロシア連邦スポーツ省要請 卓球連盟及びバドミントン連盟要請

オリンピアンによる少年スポーツ教室



●発達障害（感覚過敏）により、大観衆や大音量の歓声への対応に悩みを抱える子どもたちでも安心して観戦
できる「センサリールーム」を一時的に設置（スポーツ観戦における設置は国内で初）。
●先進的な取組として、英国・ロンドンで開催された「スタジアムビジネスサミット」にて発表

・第1弾 川崎市等々力陸上競技場（2019年７月27日から28日）
・第2弾 パナソニックスタジアム吹田（2019年10月19日から20日）

●2020年１月30日に英国パラリンピック代表チームが事前キャンプを実施する等々力競技場内のバリアフリー
マップを市立中原小学校の４年生が作成。パラリンピアン・山口貴久氏の講話後、実際に車いすを使用して競
技場内を回り、バリアを確認。

かわさきパラムーブメントの推進（神奈川県川崎市）

本件の問い合わせ先:川崎市 市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室 044-200-0809

パナソニックスタジアムでの
カームダウンスペース

車いすにのって調査する参加者

オリンピック委員会訪問

バリアがある箇所を発表する参加者

「きもち日記」をつける参加者 スタジアムビジネスサミット

車いすでスロープを体験する参加者



 11月の大分国際車いすマラソンの開催時期に合わせて、スイスフェアおよび選手による学校交流
事業を実施し、小学生とスイスの車いすマラソン選手の交流を図った。

 大分国際車いすマラソン時に来市したスイス大使にイベントへも参加してもらい、来場した市民お
よび日本人選手等との交流を図った。

大分国際車いすマラソンを通じた交流促進
大分県大分市

本件の問い合わせ先
大分市 福祉保健部障害福祉課 097-537-5658

学校交流事業による集合写真 学校交流における車いす体験の様子 大分国際車いすマラソン選手とスイス大使

スイス パロ大使と大分市長 イベントにおける選手との交流 スイス関係者と大分市長の懇親会



中学生・高校生によるホストタウン交流プロジェクト
岩手県遠野市 ポスター・映像・ラジオ番組制作

本件の問い合わせ先
遠野市 パラリンピック推進室 0198-62-4413（内228）

選手へのインタビューの様子 中学生によるポスター制作

高校生による映像制作 中学生・高校生による取組発表

 ５人制サッカーブラジル代表チーム事前合宿（2019年7月4~17日）での交流を契機に、中
学生・高校生が、異文化理解、心のバリアフリー理解につながるポスター・映像・ラジオ番組を制作。

 取材・整理・編集のプロセスを経て、ポスター・映像は、選手を伝える作品、ラジオ番組は、遠野を
伝える作品として制作。

 制作した作品は、市民をはじめ、相手国関係者等へも広く発信し、大会の機運醸成、心のバリア
フリー理解、大会後の交流の交流拡大へとつなげる。



 2020年1月23日～27日、アギーレ・グアテマラ・オリンピック委員会委員長、ウビコ・駐日グアテマ
ラ大使館一等書記官を始め、計5名のグアテマラ関係者を田原本町に招いた。

 田原本町の南小学校や北中学校の生徒との文化・スポーツ交流、田原本町民向け国際交流
講座の開催の他、田原本町の様々な魅力を知ってもらうため、文化・農業施設等を訪問し、国
際交流を図った。

奈良県田原本町
－ グアテマラ・オリンピック委員会会長他の田原本町来訪による交流 －

本件の問い合わせ先
田原本町 町長公室 0744-32-2901

田原本北中学校野球部との交流 国際交流教室(コーヒー講座）の様子 グアテマラ関係者の
唐古・鍵遺跡ミュージアム訪問

グアテマラ関係者のイチゴ農家訪問
（田原本町の魅力PR)

田原本南小学校での授業の一環
（グアテマラの玩具の紹介）

グアテマラ関係者との町民の交流



横芝光町
（千葉県）

ベリーズ
（中米）

【お問合せ先】横芝光町／企画空港課 TEL : 0479-84-1279

スティールパンオーケストラのメンバー12名を迎え、カリブの音楽体験とベリーズ人との交流を実施

2019年11月15日～17日

駅前マルシェ 光中学校

南条小学校
イオンタウン成田富里

東京2020大会で横芝光町は
ベリーズを応援します
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